
 

 

☎ 73-2010 
営業時間 11：00～14：00/17:00～18：00 

○休日曜日 

  

 
萬福食堂 

☎ 73-4939 
営業時間 11：00～14：30 

○休 月曜日 

 
曙食堂 

二ツ井発祥といわれる馬肉チャ

ーシューを使った煮干しダシの

ラーメン。県内外にファンが多い

有名店。 

※全国ネットで放送されました 

☎ 73-2801 
営業時間 11：00～14：00 

○休 火曜・金曜日 

 

 
食道楽 

二ツ井町名物「ザザーメン」が食

べられるお店。ザザーメンは味噌

ラーメンの一種で生姜が入って

いるのが特徴でやみつきに。 

二ツ井町のソウルフード！ 

☎ 73-2646 
営業時間 11：00～15：00/17：00～23：00 

○休不定休 

中華そば 

￥６８０ 

ザザーメン 

￥６００ 

ら～めん 大将 

☎ 73-2833 
営業時間 11：00～14：00 

○休火曜・水曜日 

前田屋 
おすすめは「馬肉ラーメン」 

昔から変わらぬ味。 

一度食べたらまた食べたくなる

味！「馬肉うどん」もおすすめ。 

☎ 73-2444 
営業時間 9：00～22：00 

○休 1/1～1/3 

  

  

  

 

 

 

洋食屋 ZEPPET レストラン真珠 

カツカレー ￥７００ 

「無農薬自家製野菜使用」 

麺以外は、すべてオリジナル！ 

独自製法にこだわり手間ひまか

けて４０年。ぜひ！一日一食 

店主こだわりのラーメンを！ 

 
☎ 75-2333 
営業時間 11：00～15：00 

○休木曜日 

広東ら～めん 

￥６５０ 

☎ 73-6507 
営業時間 11：30～22：00 

○休不定休 

洋食全般、オムライス、パスタ 

肉料理等、ケーキやドリンク、ピ

ザ等の喫茶メニューも豊富。 

14：30～17：00 の間は喫茶メニュ

ーのみの提供。 

 

キッチン 咲 

☎ 73-2506 
営業時間 11：00～14：00/17：00～21：00 

○休火曜日午後 

厚切りポークソテー 
 ￥１，５８０ 

すべてママの手料理！ 

日替わりランチはメインに 

小鉢２種・お漬物・お味噌汁 

ご飯・ドリンク付き！ 

サービス精神がキラリ。 

☎ 73-4100 
営業時間 11：00～24：00 

○休日曜日 

日替わりランチ 

（月曜・ハンバーグ） 

￥７３０ 

MOMO レストラン山の上 
その名の通り「山の上」に建つ 

お店。アットホームな店内で 

景色を眺めながら食べる料理は 

格別！自家製ドレッシングは 

町内で販売中！ 

☎ 71-1106 
営業時間 11：30～14：00/17：30～21：00 

○休不定休 

キッチンめぐみ 

☎ 73-5478 
営業時間 10：30～15：00 

○休月曜日 

「二ツ井めぐみ園」で育てた有精

卵や朝採れ野菜を使用して新鮮！

サンルーラル大潟のシェフ監修の

メニュー。カレーはファンが多い。 

 

食事処 かぁちゃん 

ポークコルドンブル￥９７０ 

美味しんぼ 
リニューアルされた幕の内弁当 

が一押し！(前日までの予約) 

日替わり弁当・ミニ弁当・おかず 

時間外でも予約にて対応ＯＫ！ 

折詰・オードブルご予算に応じて 

承ります。 

☎ 73-4517 
営業時間 9：00～13：00 

○休土曜・日曜日 

幕ノ内弁当 

￥７００ 

道の駅ふたつい  

【レストラン】koikoi
コ イ コ イ

食堂 

【軽食コーナー】 

GRISSINI
グ リ ッ シ ー ニ

…ジェラソフト 

福多珈琲…コーヒー 

ComomoDeri
コ モ モ デ リ

…桃豚ｺﾛｯｹ 

 ☎ 0185-74-5118 
営業時間 9：00～18：00 

○休 1/1～1/2  
 

野菜カレー 

￥７００ 

馬肉ラーメン 

￥７５０ 

出前 

出来ます 

一番人気「からあげ定食」を 

始め、コロッケ定食・チキン

カツ定食など 

デカ盛りメニュー 

全てワンコイン￥５００ 

☎ 080-4519-2773 
営業時間 10：00～14：00 

○休なし 

 

☎ 73-3619 
営業時間 11：00～19：00 

○休木曜日 

オリジナルら～めん「ねぎそば」は

あんかけピリ辛で白神ねぎたっぷり 

 

「煮干し中華」は限定１５食！ 

 
ねぎそば 

￥６８０ タンタンメン 

￥８００ からあげ定食 

￥５００ 

自家製スパイスを調合し作るカレ

ーが一番人気！カレーはチキンと

ツナの２種類。人参とブロッコリーのサラダ

が付く。手作りケーキ・深煎りコーヒー

など、他にはない味がここにある。 

 チキンカレー 

￥８００ 
テイクアウト 
雑穀パンの和菜サンド 
各種ケーキ 宝来町 宝来町 

宝来町 

大林 駅前 

宝来町 

宝来町 

「道の駅ふたつい」様向かい 

「道の駅ふたつい」様向かい 

公民館通り 切石 

「道の駅ふたつい」様向かい 富根 

二ツ井高校通り 

コロナに負けない！「二ツ井の美味しい」を守りたい！食べて応援！ 

 
 

 

 

 
 

 

 

食堂 ・・・ 

・・・ 

・・・ 

居酒屋 

ｽﾅｯｸ 

寿晴ラーメン 

暖 

お問合せ 

恋文すぽっと きみまち 

能代市二ツ井町字三千苅 44-18 ☎ 88-8407 

発行 ： 二ツ井町商工会 掲載の情報は令和２年５月２０日現在 

私たちの住む街には「旨いもん」が沢山あります。しかし今、新型コロナウイルスのため飲食業は大きな影響を

受けています。こんな時だからこそ、「おらほの街」の「旨いもん」の魅力を再発見してみませんか？いつものお

店はもちろんですが、新たなお店の「旨いもん」を探しに行こう！！

 
保存版 

小繋字泉５１（恋）番地 

ベル向かい 

名物「タンタンメン」は他とは 

違うザーサイ入り辛めの味。 

地元のみならず多くのファンに 

愛され続けている。 

また五目ウマニラーメンも人気！ 

 

昭和９年創業から変わらぬ味。 

看板メニューのカレーライスは世

代を超えて愛されている。 

カレーライスやオムライスなど 

多くのメニューがある洋食屋。 

 

昼はラーメンとカレーのお店。 

おすすめは「ふたついカレー」￥９８０。

夜は洋食メニュー。数量限定の 

「厚切りポークソテー」は厚さと柔らか

さにビックリ！ 

 

裏
面
に
続
く 

３つの密 
を守ろう！ 

ＱＲコードを読み
取るとお店の 
情報が見れるよ 

新型コロナウイルス 

対策しています！ 

Zeppet オムライス 

￥８９０ 



 

 
洋服衣院 ミミ 

☎ 73-4009 
営業時間 9：30～19：00 

○休不定休 

洋裁店のかき氷シロップ 

は、すべて手作り 

一押し[ゆずはちみつ] 

 

 

三國屋 

 

  

  

  

出前 

出来ます 花てい 
 

鶴 善 
旬の山菜・アユ・カジカ等、店主 

自ら採る自然にこだわったお店。 

郷土の旬を味わいたい方はぜひ！ 

夜の晩酌セットはお得！ 

アルコール各種２杯＋季節のお料理 

 
 

南部屋 

だいこん亭 でんでん 

くつろぎ ひこばえ 

 
まるよし 

 

 

 

 

 

  

  

紅薔薇（べにばら） 

ハテナ倶楽部 

ギャザー Fill-up 

マイウェイ ほっと 

ふたご座 歌謡スナック マキシム 

☎ 73-5002 
営業時間 17：00～23：00 

○休不定休 

☎ 73-5327 
営業時間 17：00～24：00 

○休不定休 

☎ 73-3860 
営業時間 17：00～23：00 

○休水曜日 

☎ 73-2300 
営業時間 17：30～23：30 

○休不定休 

☎ 73-2228 
営業時間 17：00～24：00 

○休月曜日 

☎ 73-3738 
営業時間 17：00～23：00 

○休月曜日 

☎ 73-2975 
営業時間 19：00～24：00 

○休なし 

☎ 73-2517 
営業時間 19：30～24：00 

○休不定休 

☎ 73-5851 
営業時間 20：00～24：00 

○休月曜日 

☎ 73-2893 
営業時間 19：00～24：00 

○休日曜日 

☎ 73-3363 
営業時間 19：00～24：00 

○休なし 

☎ 73-5881 
営業時間 20：00～25：00 

○休不定休 

お店の一番人気は「いかぽっぽ」 

イカワタをディップして食べる！ 

「にんにくもも串」は一度食べる

とドハマリ！お酒のつまみが勢ぞ

ろい。特製きりたんぽ鍋（要予約） 

 

いかぽっぽ 

￥1,200 

お店の名の通り、 

「月見大根えびそぼろ煮」が看板

メニュー。やわらかい大根と中に 

入った具との相性バッチリ！ 

食べるべき逸品！ 

月見大根えび 

そぼろ煮 

￥５２０ 

人気№1 メニュー！ 

ニンニクとトウガラシベースの

タレに漬け込んだ豚ホルモンを 

ジンギスカン鍋で焼く、やみつき

になる美味しさ！ 

ホルモン一人前 

￥９００ 

 嵯峨豆腐（からし入り揚げ

出し豆腐）はお店の一押し。 

崩したらおダシと混ぜて食

べるべし！ 

嵯峨豆腐 
￥５００ 

白神ステーキ（いかステ

ーキ）いかわたを使った

特製タレが後引く旨さ！

ポテトはタレを付けて食

べるべし！ 

白神ステーキ 

￥６００ 

ママ手作りの旬の山菜

料理・ホルモン煮・お漬

け物が自慢。宝来町で一

番長く頑張ってるママ

のお店。 

 

１１：００～１７：００は 

昼カラオケ♪ 

毎月「カラオケお楽しみ会」 

開催してます。 

開催日はお店に要確認。 

☎ 73-5200 
営業時間 11：00～17：00/19：00～24：00 

○休水曜日 

ママのお手製 

「干しタラ」のおつまみが 

人気！これを目当に来る

お客さんも居る。 

テイクアウト 
・ピザ 
・串揚げ 

ママとの会話に笑いが 

飛び交う。二ツ井で一番 

広いお店。 

 

小腹がすいた方へ 

フードメニューあります。 

何があるかはその日次第。 

「手作りカレー」要予約 

※１０名様以上で 

貸切承ります。 

 

火曜日は商店街クーポン使用で 

カラオケ１曲 

￥２００→￥１００ 

ママの笑顔に癒されよう 

※商店街クーポンは「恋文すぽ

っときみまち」にあります。 

 ☎ 73-5000 
営業時間 17：00～23：00 

○休日曜日 

☎ 73-6140 
営業時間 20：00～ 

○休なし 

スナックでも１７時と開店時

間が早いお店。早く飲みたい

歌いたい♪方にオススメ！お

通し以外にもおつまみメニュ

ーあり。 

※毎月２２日はカラオケ無料 

皆様のおいでを心からお

待ちしております。 

スタッフ一同より 

※２次会のご予約も承り

ます。 

マスター手作りのピザが人気 

カクテル作ります♪ 

リーズナブルな料金で楽しめ

ます。深夜まで営業してます

ので遅い時間でも是非いらし

てくださいね。 

看板おつまみ 
「レザン」 手作りピザ 

焼き鳥串盛りが人気！ 

一風変わったグラタンも 

ファン多し！冬場は「ち

ゃんこ鍋」も欠かせない。 

 

※テイクアウトは 
当日１３時まで 
お電話下さい 

宝来町 

宝来町 宝来町 

宝来町 宝来町 

宝来町 ふっちゃん様向かい 

駅通り

前 

本町通り 

駅通り 宝来町 宝来町 

堰端 宝来町 

宝来町 宝来町 

宝来町 宝来町 

宝来町 宝来町 

干しタラ 

ニューラヴ 

晩酌セット ￥２，０００ 
☎ 73-3952 
営業時間 11：00～14：00/16：00～22：00 

○休不定休 

食材にこだわり季節の旬な

コース料理が堪能できま

す。昼・夜￥３，３００～ 

ご予算に応じて承ります。

（前日まで要予約） 

☎ 73-5015 
営業時間 11：30～14：00/17:30～22：00 

○休不定休 

親子２代で握るお寿司屋さん 

肉厚の蒸し海老が食べ応えあり。 

自慢のだし巻き玉子焼きは 

「道の駅ふたつい」で販売中！ 

 

☎ 73-3053 
営業時間 17：00～23：00 

○休日曜日 

吾妻寿司 

町のソウルフード【じゃっぷぅ】 

白神山水を使用！ 

スタンダード、ミルクのせ・ソフトのせ

の３種類があります。 

【生】の「じゃっぷぅ」は 

ここでしか食べられない。 

 ☎ 73-2222 
営業時間 10：00～17：00（夏場は時間延長） 

○休月曜日 

夏
季
限
定 

焼き鳥・グラタン 

お持ち帰りＯＫ！ 


